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○ 長浜・五村別院 秋季彼岸会のご案内 

下記のとおり両別院において秋季彼岸会を厳修いたします。各寺院宛に、秋季彼岸会

のポスターを同封しますので掲示いただくとともにお誘いあわせてお参りくださるよう

お願いいたします。 

五村別院 ９月２１日（月）～２３日（水） 午前１０時・午後１時 

長浜別院 ９月２４日（木）～２６日（土） 午前１０時・午後１時 

 

 ○ 子ども報恩講をお勤めします。 
１０月１２日（月・祝）午前９時３０分から、五村別院にて長浜教区子ども報恩講をお

勤めします。お斎には、湖北地方に伝わるお講汁をご用意します。お誘いあわせてお参り

ください。 

つきましては、同封のポスターを掲示いただき参加奨励くださるようお願いいたします。 

なお、詳細は同封のご案内をご参照ください。 

 

○ 長浜別院、五村別院報恩講のご案内 
                下記のとおり両別院において報恩講を厳修いたします。お誘いあわせてお参りください。 

長浜別院 報恩講 ２０１５年１０月２２日（木）～１０月２５日（日） 

五村別院 報恩講 ２０１５年１０月２９日（木）～１１月 １日（日） 

 

○ 真宗本廟（東本願寺） 御正忌報恩講参拝のご案内 
真宗本廟において１１月２１日（土）～２８日（土）まで御正忌報恩講が厳修されます。 

    なお、御影堂門御修復にあわせて楼上からおろされていた、釋迦三尊像についても修復

が完了しましたので、阿弥陀堂内にて拝観いただけます。 

有縁の方お誘いあわせいただきご参詣ください。 

 

○ 真宗本廟（東本願寺） 御正忌報恩講讃仰法要（音楽法要）のご案内 
本年１１月２１日の御正忌報恩講初逮夜に先立ち、御正忌報恩講讃仰法要（音楽法要）

をお勤めいたします。御正忌報恩講とともにお誘いあわせてお参りください。詳細は『真

宗』９月号をご参照ください。 

   ◇ 日 時  ２０１５年１１月２１日（土）１０時 讃仰法要（音楽法要） 

 

○ 真宗本廟（東本願寺） 「子ども報恩講のつどい」のご案内 

１１月２３日（月･祝）、真宗本廟 報恩講の期間中、「子ども報恩講」を開催します。

御影堂で子どもたちの調声のもとお勤めをし、その後は同朋会館でお斎、おはなし、レク

レーション等を行います。ご家族そろって報恩講にお参りください。詳細は『真宗』９月

号をご参照ください。 

 

 

 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 



○ ２０１６年長浜教区同朋大会について 

同朋大会を下記のとおり開催します。ご予定くださるようお願いいたします。 

◇ 期 日 ２０１６年５月１５日（日）１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会 

◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

 

○ 研修会等のお知らせ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員の異動について（報告） 

 8 月 3 日付で三輪 清文主事が三重教務所へ転任し、能登教務所から今津 真人主事補が着

任いたしましたのでご報告いたします。 

 

離任挨拶 三輪 清文 主事 

このたび、８月３日付をもちまして、三重教務所主事を拝命いたしました。 

長浜教務所在任中、不行届な点も多々あったにもかかわらず、教区の皆様方からご懇篤な

るご厚情ならびにご指導を賜りましたこと衷心より厚く御礼申し上げます。多くの方々か

らご交誼いたただき、長浜教区の方々の仏法に対する篤いおもいや、これまで私自信が疎

かにしてきたことをあらためて気づかせていただくなど何事にも代えがたい４年間であ

りました。 

いよいよ教区・両別院御遠忌に向けて具体的に歩みだそうとする今、東日本大震災復興

支援事業が現地の方との交流を中心とした支援に展開しようとする大切なときに離任す

るのは本当に心残りなことであります。新任地におきましても、皆様からご教示いただい

たことを糧とし宗務に尽瘁いたす所存でありますので、今後とも変わらぬご指導の程よろ

しくお願い申し上げます。 

末筆ではありますが、長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌が

盛会に円成されることを念じまして、甚だ略儀ながら書中をもちまして離任のご挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

着任挨拶 今津 真人（いまづ まひと）主事補 

前任地であります能登教務所には、３年３ヶ月在職し、自坊がある岐阜県で土曜から日

曜日までを過ごし、平日は石川県という生活をしてまいりました。 

３年ぶりに自坊から１時間程かけて通勤することにまだまだ戸惑いを感じていますが、 

親鸞聖人のみ教えを聴くということに、自身が何を大切なこととしていかなければならな

いのかを、自坊に腰をすえてじっくり考えていきたいと感じております。 

今後ともご指導・ご鞭撻のほどを何卒よろしくお願いいたします。 

親鸞親鸞親鸞親鸞サークルサークルサークルサークルＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳ    ――――和讃和讃和讃和讃にににに学学学学ぶーぶーぶーぶー    

１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日（（（（月月月月））））１９１９１９１９：：：：００から００から００から００から    

講師：井上 尚実（いのうえ・たかみ）先生（大谷大学准教授） 

場所：長浜教務所２階 参加費：５００円 

９９９９    ２２２２５５５５    金金金金    



  東日本大震災復興支援物資（お米）ご提供のお願い 

 今年も被災地の方々に好評であったお米をお届けします。引き続き教区内のご寺院・ご門 

 徒の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

                      記 

▽ 提供期間 ２０１５年１０月１日（木）から１０月２５日（日）まで 

提供いただいた救援物資は１１月２日から５日に、復興支援物資搬送チーム、有志の方が

東北の被災地へお届けします。 

 

  ▽ 提供場所 

各組の集荷指定場所にお届けください。 

組 集荷場所（敬称略） 

12 (組長) 梶浦    智 善行寺 米原市米原７３６番地 

13 (組長) 堀    顕成 大久寺 米原市大久保１０２９番地 

14 (組長) 對月  慈照 願浄寺 長浜市加納町８７２番地 

15 (組長) 河﨑  顯了 覺應寺 長浜市朝日町７番２４号 

16 (組長) 藤澤  孝典 憶念寺 長浜市小沢町３８９番地 

17 (組長) 藤井  哲朗 宿願寺 長浜市西主計町３２２番地 

18 (組長) 長井  善教 明法寺 長浜市田川町１２７番地 

19 (組長) 貴山    明 浄行寺 長浜市宮部町１４３９番地 

20 (組長) 光明  祐寛 養本寺 長浜市難波町２２７番地 

21 (組長) 門池    守 樂入寺 長浜市湖北町速水１０１６番地 

22 (組長) 仲西  裕昭 真宗寺 長浜市益田町８８４番地 

23 (組長) 藤森  了堅 真西寺 長浜市高月町落川１２９番地 

24 (組長) 美濃部俊裕 來入寺 長浜市木之本町千田７２１番地 

敦賀 (組長) 稲倉  良昭 願通寺 福井県敦賀市鋳物師町７番２３号 

 

▽ 提供物資及び支援金 

・白 米   （今年収穫されたお米を白米に精米の上、ご提供ください。） 

※５kg入米袋は各搬入指定場所、あるいは教務所にあります。 

 

・支援金   （運搬にかかる経費として使用いたします。） 

     ※１０月３０日までに指定口座に振込いただくか、教務所までご持参ください。 

        また、組で取りまとめいただく場合も、１０月３０日までにお願いいたします。 

 

▽ 指定口座 (復興支援金専用) 

郵便振替口座 口座記号・番号 00920-4-225780 

加入者名    大谷派長浜教務所 

 

※ 金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。 

※ 恐れ入りますが、送金手数料をご負担いただきますようお願いいたします。青色の払

込依頼書をご使用ください。 

長浜 
東北 



長浜教区・両別院９月行事予定 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第２４組 報春寺 東野  廣  （２０１５年８月 ５日命終） 

第１７組 廣善寺 溪  圓昭  （２０１５年７月２５日命終）   以上 敬称略 

 

【得度】〈２０１５年８月４日 受式〉     〈２０１５年８月７日 受式〉 

第１９組 頓證寺 岡室 悠介      第１４組 満立寺 黒田 俊太郎 

第１４組 浄休寺 伊藤 玲真      第２２組 緑映寺 北川 結愛 

第１４組 浄休寺 伊藤 美奈子     第１２組 聞信寺 几 恵洵 

第１４組 通念寺 成瀨 まゆみ     第１３組 通來寺 禿子 純 

第２４組 長照寺 福田 琉斗                   以上 敬称略 

 

【住職代務者任命】 

第１３組 光了寺 有賀 欣哉  （２０１５年７月３１日 任命）  以上 敬称略 

 

 

【 同封書類 】 

（１）子ども報恩講案内・ポスター      （２）「復興支援物資提供」依頼チラシ 

（３）別院秋季彼岸会案内ポスター      （４）聖教学習会･親鸞サ－クルＳＯＳ案内 

（５）しんらん講座案内           （６）長浜・五村別院報恩講習礼案内 

           以 上 

期日 時刻 行   事   内   容 会 場 

9/4(金) 10:30 第 16組所長巡回 浄願寺 

8(火) 

9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

聖教学習会 

五村別院 

教務所 

9(水) 14:00 教区婦人会 総会 教務所 

14(月) 14:00 教区教化委員会「企画室」 教務所 

15(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

16(水) 

 

10:30 

11:00 

14:00 

御坊さんお勤め講習会 

永代経祥月法要 

教区及び組の改編委員会 

長浜別院 

五村別院 

教務所 

17(木) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

21(月) 10:00 五村別院秋季彼岸会（～23日） 五村別院 

24(木) 10:00 長浜別院秋季彼岸会（～26日） 長浜別院 

25(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

28(月) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

29(火) 14:00 しんらん講座 五村別院 


